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夏 休 み 特 集
令 和元 年９月
今年も、保護者の皆様や地域の皆様のご協力をいただき、無事夏休みも終わり、２学期を迎える事ができま
した。深く感謝申し上げます。
今年も、夏休み恒例の地域交流事業を行いましたので、クラブでの楽しいひと時を、今号でご紹介いたしま
す。今後とも子ども達が、学童クラブで楽しく有意義に過ごせるよう、協議会の運営にご理解、ご支援をよろ
しくお願いいたします。
◎ ご協力いただいた方々

つばめクラブ
交通安全教室
８月７日（水）
◎ヤマト運輸（株）の職員さん５名

さくらっこクラブ
食育
◎食育指導士 熊谷 明美さん

“環境汚染”
“交通安全”の紙芝居を２つ読んで

８月２１日（水）

「大きくなったら何になりたいですか？」という

いただきました。

質問に子ども達は、自分の思い描く将来をうれしそ

環境についてのお話しでは、配達時にリヤカー

うに発表していました。

や自転車、環境にやさしいハイブリット車を使用

そして、その将来の夢を叶えるために毎日の食事

している事を知りました。

は、とても大切であるという事をお話しいただきま

また、交通安全に関して

した。

は、トラックを実際に見学さ

朝食や３回の食事をとることの大切さ、三大栄養

せていただき、運転席からの

素（赤・黄・緑の分類）ジャンクフードの食べ過ぎ

死角を教わり、改めて子ども

は良くないことなどを、エプロンシアターなどの手

達は、交通安全について、考

作り教材を使って、わかりやすく教えてくださり、

える事ができました。

「朝ごはん少なかったかな。」
「緑の食べ物っていっ
ぱいあるんだね。」「甘いもの食べ過ぎかな。」子ど
も達は色々感じながら、目でも楽しみながら、あっ

たんぽぽクラブ
琴の演奏と体験
◎山田流 園 八千穂さん

という間に一時間が過ぎてしまいました。
７月２５日（木）
あおばっこクラブ

ほとんどの子どもたちが、初めてお琴を見たよ

青葉団地夏祭り参加

うで、園八千穂さんが、奏でる音色やはじき方を

８月３日（土）

◎青葉団地自治会 加藤さん他

間近で見て驚いた様子でした。

当日は、とても暑かったのですが、地域の子ど

普段聴いている童謡もお琴で演奏すると、とて

も達と一緒に、団地の夏祭りに参加しました。

も新鮮でした。

暑い中「ワッショイ！ ワッショイ！」笛の音

また、一人ひとりに多く時間をとってくださ

に合わせて元気な掛け声とと

り、お琴を体験させていただきました。

もに、自治会の神輿を担いで団

琴爪が外れて上手くは

地の中を練り歩きました。

じけない子もいましたが、

最後には、自治会の方から、

思いの外器用に弾ける子

全員にアイスとお菓子を頂き

もいて、貴重な体験をさせ

とても嬉しそうでした。

て頂きました。
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あおげわくわくクラブ
フロアカーリング
８月２日（金）
◎生涯学習課 スポーツ推進員の方９名

北斗キッズクラブ
百人一首かるた
８月５日（月）
◎埼玉かるた協会 奥村 涼太さん・江畑 和美さん

小学校の体育館を使ってフロアカーリングを

百人一首というと少し固いイメージがあります

しました。初めて見る道具に興味いっぱいの子ど

が、２年生以上は学校で習っているということも

も達。

あり、みんな 1 枚でも多く札をとろうと真剣に取

不安そうだった子ども達も、徐々にコントロー

り組んでいました。

ルできるようになり、チームごとに対戦しながら

いつも元気な４年生男子が集中している姿や、

楽しんでいました。対戦を重ねる毎に、チームで

１年生が思いの外、たくさん札を取っている姿な

相談しながら頑張っている姿がみられ、どのチー

ど、普段の学童では、見られない子ども達の姿に感

ムも 1 勝する事がで

動した１日でした。

き、良い思い出にな

また、同時に札に手がのび、どちらが先か迷った

りました。

時は、自分のものだと主
張するのでなく「どう
ぞ」とゆずるのが、かる
たの礼儀ですよ。という
教えをきちんと守って
いた男の子も印象に残

久喜児童クラブ
チャンバラ大会
８月２７日（火）
◎地域ボランティア 中島 優さん

りました。

夏休み最後の日に新聞紙で作った刀を使った

江面児童クラブ
① 防犯教室
７月２３日（火）
◎セコム（株）の皆さん
② 夏休みこども講座
７月３１日（水）
◎埼玉県立自然の博物館の学芸員さん
埼玉県立川の博物館の学芸員さん
埼玉県立図書館のみなさん

チャンバラ大会を開きました。
子ども達は、普段できない事ができ、わくわく
した様子で、学校の先生を混じえた白熱の応援合
戦や、低学年が高学年に勝つなどの番狂わせで大
盛り上がりでした。
おやつの時間も、先生方に学童での子ども達の
様子を見て頂く良い機会になりました。

① セコム(株)の皆さんが、下校中や、遊びの途中

また、他学童の先生方も何人かお手伝いに来て

に、不審者に声をかけられた時、どうすればよい

くださり、子ども達はとても楽しそうでした。

かを、子ども達と一緒に考えながら、いろいろな
パターンに分け実演してくださいました。
また、実際に危険な目にあったら、大きな声で
助けを呼ぶなど、危険回避の仕方を具体的に教え

菖蒲学童クラブ
バルーンアート
７月２６日（金）
◎ゆうゆうプラザ指導者 河村 亜弓さん

てくださり、子ども達は、自分の身は、自分で守
る事が理解できたようです。
② 教えて学芸員さん

ペンシルバルーンを使い、ドキドキしながら子

―ネズミワールドへ ようこそ！―

ども達も、風船が割れないようにねじり、剣や動

学芸員の方から、人間との関わりの深い「ネズ
ミ」の話、
「カエル」の種類についての話を聞き、
又質問コーナーでは、色々な質問をして、楽しく
学ぶことができました。

物、花を作りました。わからない事は、丁寧に教
えてもらい楽しく作っていました。
男の子は、特に剣がお気に入りで２本くらい作
っている子もいました。出来上がった作品は、
大切に割れないように、家に
持ち帰りました。
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清久もみじクラブ
マジック
◎鷲宮在住 斉藤 昭さん

菖蒲東学童クラブ
手作りおもちゃを作ろう
◎スクールガードリーダー

８月７日（水）

７月２４日（水）
星野 睦明さん

子ども達の身近にある

子ども達の登下校を見守ってくださる星野さん

物を使って、さまざまな手

と一緒にストロー鉄砲（１・２年）、ゴム鉄砲（３

品を披露して頂きました。

年生以上）と学年に応じた、簡単にできて喜ぶもの

鎖の輪落とし、手のひら

をと考えてくださいました。

の１０円玉が消える。お札

当日は体育館で暑いのも忘れて作品づくりに熱

が３万円から２万９千円

中し、出来上がったおもちゃを広い体育館で、遠く

になってしまうマジック。

に飛ばしたりする競争をしました。

スカーフに隠されたマッ

星野さんが用意してくださった的あてができな

チ箱が消えてしまう等、
「なんで⁉」
「どうして⁉」

かったのは残念でしたが、星野さんと仲良くおやつ

の連続で、不思議なマジックの数々でした。

を食べ、あっという間の２時間でした。

特に子ども達が興味を持ったマジックがトラ
ンプでした。トランプが手のひらから消えるな
ど、いくつかのマジックに子ども達も参加し、楽

小林・栢間学童クラブ
スーパーボール作り
◎地域の子ども達の遊びの講師

しい時間を過ごしました。

８月１日（木）
近藤 泉さん

ピンク、紫、黄、緑、青、オレンジ６色の粉か
東鷲宮学童クラブ
サッカースクール
◎成立ゼブラ

さくら ・ こすもす

ら好きな色を専用容器に少しずつ入れていく。容

８月２１日(水)

器上部まで粉を入れたら水の中に入れ、指で抑え

Ｕ１３コーチ 山田 育也さん他

３０秒、さらに水に入れたまま３分待つ。粉が固
まったら容器から出し手で丸めて出来上がり。

地元鷲宮地区で活動しているサッカーチーム
成立ゼブラのコーチ、Ｕ１３の選手、成立学園サ

スーパーボールを自分達で作るのは、初めての

ッカー部員に、ボー

子ばかりで皆真剣に取り組んでいました。自分で

ルの蹴り方やシュー

色を配合し、全色混ぜたり「地球」
「海」
「虹」の

トの仕方などを教え

ようにイメージを膨らませてから取りかかった

てもらい、あらため

りと創造力豊かに作ることができました。
みんな予定時間もオーバーして楽しんでいま

てサッカーの楽しさ

した。

を知る事ができまし
た。

三箇学童クラブ
お話し会
８月１日（木）
◎読み聞かせボランティア「お話しかご」
佐野間さん、橋本さん

【退所届は５日前までに】
年間利用者の退所届けは、退所日の５
日前までに提出することになっていま
す。遅れますと利用料をお支払い頂くこ
とになりますので、ご注意ください。

室内を暗くして、ロウソクに火を灯し、お話し
の世界が始まりました。
素話「かしこいモリー」で始まり、折り紙のカ
ラスで子ども達を引きつけ、その後絵本「せみと
り名人」
「ふたごのしろくま」を読み聞かせ、なぞ
なぞをして盛りあがったところで、折り紙花火と
ともに詩「はなび」の朗読。最後までしっかりと
聞けて、楽しめました。
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鷲宮学童クラブ
みー先生のおかしな世界
お笑い腹話術マジックショー ８月２２日（木）
◎日本腹話術師協会会員 木村 操さん

鷲宮中央学童クラブ
地域子育て支援センター夏祭り ８月２３日（金）
◎地域子育て支援センターの職員のみなさん
地域子育て支援センターを利用している小
さな子ども達との夏祭りを一緒に楽しみまし
た。輪投げや水ヨーヨー、ボールあて、魚つり、
ミニシアターの担当を決め準備を進めてきま
した。
特に、毎年子ども達が楽しみにしている魚つ
りでは、画用紙にたくさんの魚の絵を描き、磁
石をつけて、子ども達に魚つりを楽しんでもら
っています。釣った魚は、小さな子ども達が喜
んで持って帰ってくれました。
学童の子ども達も、一緒に遊ぶ時間を楽し
む、毎年恒例の交流の場となっています。

お笑いとギャグをまじえた腹話術は、とてもお
もしろく終始笑いの絶えない時間でした。なかな
か目の前で見ることができない腹話術に、子ども
達は「すごい！」と興味津々の様子でした。
マジックでは、クイズかと思っていたらマジッ
クにつながっていて、ユーモアあふれるものばか
りで、大人も見入ってしまいました。
また、簡単なマジックのタネを教えてください
ました。子どもでもできるものだったので、今後
は遊びにも取り入れて挑戦してみたいと思いま
す。

桜田小学校学童クラブ

ほし・にじ・えがお・げんき
① 今年も将棋名人がやってくる ８月６日（火）
◎東鷲宮小 ゆうゆうプラザの中尾さん他
② 音遊びイベント
８月７日（水）
◎東鷲宮小 元ゆうゆうプラザの矢作理恵さん
① 新施設で１Ｆと２Ｆに分か
れ、将棋・ボードゲームを楽し
みました。
いつも新しいゲームを教え
てくれる気の優しいおじさん
達と、将棋が大好きな子ども
達は、1 対１の勝負をとても
楽しみにしています。
② 「にじ」の歌絵本を、子ど
も達は目と耳で楽しみ、後出しジャンケンゲーム
で頭を使った遊びをし、また、自分達で決めたリ
ズムに合わせ手拍子をする遊びをし、それをグル
ープごとに発表しました。輪になって手を繋ぎ、
ステップ遊びもしました。
子ども達は、照れながらも、笑顔いっぱいでと
ても楽しんでいました。
最後には「翼をください」を皆で歌い、楽しい
時間があっという間に過ぎてしまいました。
様々な感覚を使い、楽しく遊べた事で、子ども
達も大満足でした。

上内学童クラブ
竹とんぼ制作
◎学校応援団 奈良 義之さん

学校応援団で活躍なさっている、奈良さんを招
き、牛乳パックとストローを使って「竹とんぼ」
の作り方を教えていただき、飛ばして遊びまし
た。手順は至って簡単で、1 年生には高学年が教
えながら、丁寧に進めました。
難しかった点は、羽の角度（時計の短針５時の
角度に折る事）で、この作業がまっすぐ綺麗に飛
ぶ！かに、かかっているそうです。
色とりどりに模様を
つけ、オリジナルの「竹
とんぼ」の出来上がり！
安全に飛ばすコツを
伝授され、残り時間を有
効に使って、楽しく遊び
ました。

発行／久喜市学童保育運営協議会
事務局
〒346-0013 久喜市青葉 1-2-2 地域交流センター内
ＴＥＬ
０４８０－２４－３９２２
ＦＡＸ
０４８０－２４－３９２４
メール：kukigakudou＠feel.ocn.ne.jp
ホームページ：http://kukigakudou.jp/

９月分の利用料の口座振替は
９／１３（金）です
口座残高の確認をお願いします。

８月７日（水）
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